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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！ 電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-24）第45897号

三芳町上富1552

☎（049）258-0470（代）　FAX（049）258-9828

快適空間の創造　　エアコンのことなら！

親子で楽しく
手打ちうどん♪

中央公民館のキッチンスタジオでは、地
域交流、世代間交流、食育、地産地消な
どを目的に、年間を通じて料理講座を開
催します。第１弾として、三芳町でも古
くから各家庭で打たれている、武蔵野う
どんの講座を開催します。打ち立て茹で
立てのうどんをみよし野菜と一緒にいた
だきましょう。
▶�日時　８月８日㈯11:00～ 14:00
▶会場　中央公民館　キッチンスタジオ
▶�料金　1,000円（2人分の料金）
▶対象　�小学生と保護者
▶定員　８組（定員を超えた場合抽選）
▶�申込み　8月 5日㈬までに中央公民館
窓口へ申し込みまたは電話・FAXにて

問中央公民館☎258-0050 FAX 258-1833

第 23 回
高齢者の安全運転泣き笑い

東入間警察署では、高齢者（65歳以上）
のドライバーを対象とした体験型安全運
転教室を開催します。
▶日時　９月 20日㈰　８:45 ～ 12:15
▶場所　���セイコーモータースクール
　　　　富士見市上沢 3-7-37
▶内容　�体験型実車走行、教習所教官を

交えてのディスカッション他
▶定員　120人　（定員次第締め切り）
▶料金　無料
▶�対象者　東入間警察署管内に居住する
65歳以上の普通免許を所持する人

▶主催　東入間交通安全推進事業所協会
問�東入間警察署交通課☎ 269-0110 内 411

▶�日時� 8 月 23日㈰　9:00 ～ 12:00
▶会場� 消防本部大講堂
▶対象� �三芳町・富士見市・ふじみ野市

在住、在勤、在学者
▶定員　30人
▶�申込み　�8 月 3 日㈪～ 7 日㈮の間に

下記へ連絡し予約
問�入間東部地区消防組合消防本部救急課
　☎261-6673（平日のみ8:30～ 17:00)

普通救命講習Ⅰ

ヒューマンフェスタ2015
in川越

８月は「人権尊重社会をめざす運動強調
月間」です。人権について考える総合的
な人権フェスティバルとして「ヒューマ
ンフェスタ2015in 川越」を開催します。
▶�内容　人権講演会（菊池桃子さん）
　南古谷ウインドオーケストラによる演奏
　人権作文表彰、発表ほか
▶�日時� 8月 27日㈭　10:00～ 15:30
▶会場� ウェスタ川越（川越市新宿町 1-17-17）
▶料金　無料　　▶�申込み　不要
問埼玉県人権推進課☎ 048-830-2258
　総務課人権・庶務担当　内 404・405

警察官募集

平成 27年度第 2回埼玉県警察官採用試
験を次のとおり行います。
▶願書受付　8月 7日㈮～ 26日㈬
▶試験日　9月 20日㈰
問�東入間警察署警務課☎ 269-0110

水の危険性を認識し事故を防ぎましょう
◆�プールや川で泳ぐときは、お子さんか
ら目を離さないように注意しましょう。
◆�流れの急な川や増水した川、深い川で
の遊泳は危険です。
◆�お酒を飲んだ後の遊泳はしないように
しましょう。
※�水の危険性を認識し、水の事故を防ぎ
ましょう

問�東入間警察署☎ 269-0110

東入間警察署からのお知らせ

町では長寿を祝福し、敬老祝金支給事業
を行っています。
平成 26年 8月 15日以前から、引続き
１年以上在住の人が対象です。
＜対象者・支給額＞�
◆ ��100 歳（百寿）30,000 円
大正3年 8月16日～大正4年 8月15日生
◆ �99 歳（白寿）20,000 円
大正4年 8月16日～大正5年 8月15日生
◆ �88 歳（米寿）10,000 円
大正15年 8月16日～昭和2年 8月15日生
＜振込み予定＞　９月下旬
受給資格者には、８月中旬に通知等を郵
送します。敬老祝金は、口座振込みによ
りお支払いしますので、敬老祝金口座振
込依頼書に記入の上、同封の返信用封筒
にて８月末日までに返送してください。
なお、口座をお持ちでない人は下記まで
ご連絡ください。
問�福祉課福祉担当�内 172・173

三芳町敬老祝金

▶募集種目／対象
①航空学生（自衛隊パイロット）
　高卒（見込み可）で 21歳未満の人
②一般曹候補生　18～ 27歳未満の人
③自衛官候補生　18～ 27歳未満の人
▶試験日　
①航空学生　１次 : ９月 23日㈬
２次 :10 月 17日㈯～ 22日㈭指定日　
�3 次 :11 月 14日㈯～ 12月 17日㈭指定日
②一般曹候補生　
１次 : ９月 18日㈮・19日㈯指定日
２次 :10 月 8日㈭～ 14日㈬指定日
③自衛官候補生
女子 :9 月 25日㈮～ 29日㈫指定日
男子 : 受付時にお知らせします
※�年齢については平成 28 年 4 月 1 日
現在での年齢です

▶応募受付　8月 1日㈯～ 9月 8日㈫
　男子自衛官候補生は予定
問自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所
☎ 04-2923-4691

自衛官採用試験

自然豊かな保育環境の中で、親子で楽し
く遊んで頂けるよう、園庭開放をしてお
ります。お待ちしています。
▶対象　未就園児、在園児、および保護者
▶日程　9/6、10/25、11/29、12/20、
　　　　1/10、2/14（全日程日曜日）
▶時間　9:00 ～ 12:00
※�雨天中止、申込不要、保育はありません。
　�事故等の責任は負えません。例年４月
に園庭桜一般開放を行っています。

問　　かみとめ幼稚園☎ 258-8998

かみとめ幼稚園 園庭開放

あいサポーター研修
あなたも「あいサポーター」になりませんか？！

障がいがある人もない人も暮らしやすい
『地域社会（共生社会）』を皆さんと一緒
につくっていく運動。それが「あいサポー
ト運動」です。
あいサポーター数
　1,334 人（平成 27年 6月 30日現在）
※三芳町と富士見市で「あいサポーター
　研修」を受講した人数。
▶日時　８月 12日㈬ 13:30 ～ 15:00
▶場所� 三芳町役場 501会議室
▶料金� 無料　　
▶対象　どなたでも
▶定員� なし
▶申込み　直接会場にお越しください。
問　福祉課障がい者支援担当内 176

繊維状になるまで細かく裁断した牛乳パッ
クから紙すきをしてハガキを作ります。
▶日時　8月 22日㈯ 10:00 ～ 12:00
▶定員　15人 ( 先着順 )
▶参加費　100円 ( 当日支払い )
▶場所　歴史民俗資料館
▶持ち物　水筒・タオル
▶申込み　8月 18日㈫までに電話
問 ･ 申������歴史民俗資料館☎ 258-6655

土曜体験教室 ｢紙すき体験｣

町では、戦後 70 年を迎えるにあたり、
平和への思いを新たにするため、平和祈
念事業を行います。
戦後 70年平和祈念写真パネル展
▶期間　８月６日㈭～ 11日㈫
▶場所　藤久保公民館ロビー
戦後 70年 ｢戦争と平和｣ にまつわる展示
▶期間　８月１日㈯～ 30日㈰
▶場所　中央図書館（月曜日休館）
�問総務課人権・庶務担当内 405

戦後 70 年 平和祈念事業

いもっこ体操健康教室
いつまでもはつらつとした毎日を送るた
めのポイントを学びます。栄養士による
講話や脳トレなど楽しく学びましょう。
▶日時　9月 2日㈬ 10:00 ～ 11:30
▶場所　北永井第 2区集会所
▶料金� 無料
▶申込み　直接会場へお越しください
問　健康増進課地域包括支援センター内 188

館内清掃のため下記のとおり臨時休館し
ます。翌日に臨時巡回を行います。
臨時休館日　8月 12日㈬
臨時巡回日　8月 13日㈭
問　みよしふれあいセンター☎ 258-7211

ふれあいセンター臨時休館日・
および臨時巡回日

介護教室

介護サービスの利用の仕方とオムツの上
手なあて方等を学びます。
▶日時　8月 27日㈭　14:00 ～ 16:00
▶場所　みずほ苑
▶料金　無料
▶対象　�介護している人、介護に関心の

ある人等
▶定員　なし
▶申込み　電話申込み　当日まで可
▶共催　地域包括支援センター
　　　　在宅介護支援センターはなまる
　問 ･ 申　在宅介護支援センターみずほ苑
　　☎ 258-9488


